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茅カモ新聞腰露カ=ぞ未来窟ぐ
癖虜夢対応とダ子爵醇化　=

20⊥0年の幕が開け
LP各社とも昨年は'無理

董得ない一年だっ

た｡多くの企業がいまだ火の車のなかで新年を迎え､先の見通しも不安感は革見ない｡こういった状況では足元の受任潮境にだけ眼がいき､近視眼的になりからだが'いまこそ10年先など長期を見準えた自社の取り組みか雫10年は長く辱見るが､意外と早い｡それにはこれまでのものを再度見つめ思し'そして新しい創造に繋げていく必要がある｡過去の事実を研究し'そこから新しい知漁や見解を拓くことを｢温故知新｣というが'いまt度この
1吉葉を思い出したい｡

◇

国内ものづくりは時間当
たりの生産性で欧州よりgSJ嬰川低いといわれる｡昨年は各企某とも合理化･効率化に動いたが'それでも日本の製造業は24時間労≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡一=宙冗久隆｡(5面)▽日本ダイカスト工業協同組合神事良=加藤節夫'▽中郎ダイカスト工業協同組合理事長=松尾機介'▽関西ダイカスト工業協同組合理事長=佐伯幸一'▽兵庫県ダイカスト工業協同整ロ等畏=大西康

働か単位に組み立てるところが多いo l方､欧州は明るい時間だけ労働といった考えが根底にあるよF考このため意外にi)小規模企業でもロボット等による省人化が日本より進んでいるという0

人の稼働率
さLj日本の梓営者は機械

の穏働率にばかり日がいき､人の稼働率を気にするところは少ない｡いかに従瀬田姦中させ取り組ませられるか大き歪留だ｡日本は世界のなかでも少子高齢化が加速している｡
この点各島まえると設備

抑制の風潮とはいえ､省人化対応の設備量入するとともに人材の質向上にも取り組まざるを柑ないo日本日動車部品工業会も｢今後も厳しい続酎環境が続くことか予想されるが､環境対応恕嘉めとする新技術への対仏のためには研究開発

侮れない

さらにこんな話もある｡
体操のコマネチを始め'多くのオリンピック金メダリストを西成し'伝脱のコ-

野やそのほか投資は経営基盤強化に必衝｣とみる｡
長期戦略の効能蕗が少しそれるが'サッ

カーのJリーグでは贋島の強さが際立つ｡発足当初はJリーグのお荷物､と危供されていた弱小チームで'地方の小都市という也蓉力のハンディもあった｡ただ腰曲は長期的な吸略を立て､その場しのぎをしないチームづくりに紋鵜｡中心選手を頻繁に入れ撃九る他クラブとは対照的に'継続性を吸取視することにこだわってきたという｡個人を
墓しっつも'個人に頼っ

たチームづくりをしない組織作りがキ-だo一日一書チと称されるカロリー氏は選手の傾向をみて｢身体的能力が多少劣り､不綜用でも'継続力のある者が焦後

○ダイエンジ､中国に輸出入拠点を新

設｡▽アーレスティのN l法製品､車

各社が採用拡大　　　　　　( 3面)

○鉱工業生産指数の改善続くo ▽車部品

83牡の上期は全社減収　　　(12面)

012月の業界雇用､ 08年並みにo ▽アル

ミ2次生産も回復基調　　　(13面)

○元東芝機械テクニカルセンター長､岩

本氏の連載スタートo ▽中小の借入返

済4割を保証する新制度　　(14面)

○協会･西技術戟長｢ダイカスト合金を

考える｣ -その他元素篇-　(15面)
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超高速機･短時間充填法の〝産みの親″東高城で技師長'テクニカルセンタ-疾姦めた岩本典裕氏(現ダイレクト
21代表取締役)は超帯適ダイカストマシン･短時間充耕法の遠みの親″として業界に知られている｡様々な開宛に妨わり'特に超高速ダイカストマシンとともに技術1製造⊥琴テクニカルセンター(鋳造)↓サービスとrダイカストの物つくり｣の流れを1気通兼した爽練をもつ｡今回東意義し､同氏の経

験とこれまで国内外で多数の漁文発表を行なった内容を基に最

!古｡なお'同氏が代表取締役浄轟めるダイレクト2 1(一塁番町
r田市へTELO42･850･8660)はダイカスト製品の

良品化支壌(鋳造技術診断､有効活用教育)等を行なう.

冒イカストとの出会い】私が束芝機械株式会社に
入社したのは昭和50年(1975年)4月15日である.当時は乗車有の大不況(第2次石港ショック)と

lC罵れ'新入社用の入社は
半月間自宅待機奮亡せられ

iP上場企業の大半がこれ

蓋し､翌年は新入杜月

の採用蕉見合わV労働ストも頻繁に行われており東

垂もしかりであったP
35年後の現在はそれを遥

かに上回る世界同時の大不況が押し寄せモいる.
東芝機械は奴合機械メー

カで工作機械をはじめ様々な産某機械姦近し'採用

図1　鵬(ゲート高三竃)時の波形

時の配属希望で大学時代自動制御工学(サーボ制御)に興味があったのでサーボ制御のロボットを希望したとこ轟事業部でダイカストマシン用自警作っているとの事でそこの設計部者に配属された｡
シーケンシャルの専用白色叫でサーボ制御のロボッ

トとはほど違かったo当時､現場には組立中のダイカストマシンは九州熊本のバイクメーカ(当時はバイクが主流)の新工場に耶入する500トン(BS槻)が5､6台あるだけで閑散としていた｡
耕仕事としては愛知の最

大壬自助車メーカーの既設自動機用改造工事であっち過去の価例にとらあれない奇抜な准集をし､これらを殆ど受入れてもらった｡

これ義に韓年間
半専従の設計担当者'後に徐窓口としてお付き合いさせてもらっことになる｡こ

価｣であっち
当時の計測技術はアナロ

グ計測しかない時代である｡特に計測舞は壁康診断時に使われている心電図のペンレコーダに近いもので電磁オシロを使用していた｡

これはペンレコーダのペ
ンの代わりに振動子(磁力で中の鏡を動かす)を用い､配荷紙の代わりに感光紙を嘩っo水銀灯の光義軌子に当て反射した光で感光させる仕組みである｡

計測時の紙送速度は毎秒
⊥m/Sと早V'全て壬血

射出(鋳造)圧力である｡
当時の射出速度の計潤

は､会社の先鞍畠会社で共同開発したワイヤー速度計で行った｡
これは細い鋼線の先端を

カップリングに引掛け射出することによって鋼線の巻かれているドラムの回転をタコジェネレータ(発屯積)の出力姦流借号として取り出すもので悪計測襲糞は少なかったがワイヤーの共振や凍結蒔のオーバーシュート聖が大きく'

轟はワイヤーが

疲労切断するため不可能だ

長い間パルス倍尊の故を
カウントしたり時間で速度波形を出していたが最近ではパルスロッドからのアナログ信号を分集し特殊処理して商柵度の約崖出力を出すことも可能になっiP

射出(整)圧力の計軌
は射出シリンダ･･内拓の油圧圧力を圧力ヘッドで娩出する方法は今でも変りないが'当時は歪ゲージ出力しかなく外部にストレーンアンプ晶きブリッジバランスとノイズ対策をする必要があり調亀が大変であった｡

ダ㍍品質決める射出(速度と圧力)
計紺アナログからデジタルへの変遷

今後は(謂評帥言)電涜出力が主流

の間'担当した新台のダイカストマシンは大挙中心に38台姦えiP
ヲナログ計測時代目ダイ

カスト品k背理は図1の射出計測(特に豊の0･-&)が決め手】
車重では新入社月に

静文テーマを与え1年で仕上げて発表させる稚香がある｡私のテーマは､当時新鮒発中だった｢ガス射出ダイカストマシンの射出評

振作で射出時､高速手前でオ‥/してショットエンドでオフさせる(約0･3秒)神業的な技術が求められ､当時の冨梅は⊥oomで⊥万2千円島価だったと記憶している｡この押しボタン換作が山喜だとおだてられ'以降計測に鮫る事になる｡
ダイカストの射出性能や

ダイカスト晶卓羨める2大ファクターは射茎と

った｡

そこで精度を上げ､しか
も蓋野馳を可能にすべく射出ピストンロッドから直や債号を出せるパルスロッドの開発に取り組んでいた｡既存製品のパルス検知センサ-は換細部が⊥個だった｡この開発に参画-方向判別奮目的に2個内蔦したセンサーやセンサーフローティング方式を開発した｡
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図2　1唖オシE) (アナE3グ)での

書欄例

lh8■o

EZ13　′†ソコンモニター(デジタ

ル)での刑づ刑例

現在は薮執回路の準に
よれ亀子回路のアンプもセンサーヘッドに内漉され匠樺厄韓信号として取り出せる｡今後は'奄圧降下やノイズ対韓も含め竃流出力が

轟に夢患われる｡こ
うして計測されちノータは横軸の時間はタイミングラインか入っているものの縦軸の速度や圧力はセロ点や摂咽の筆出来ないためにキャリブレーション(定格出力に相当する宅圧)の汲形蔽暗に対し物差し撃て集計壷であった｡

新たなマシン弘軌をする
場合計冊盈叩をセットLtバランスを取りノイズ処理してデータ集計するのに1日掛かりの仕事でもあっiJ.

ヲジタル計測制御‖マイ
コンの毒と計測1制御への展開】

マイコンとはマイクロ･

追

①

コンピュータの略歴でマイクロとはュ00万分のュの極小を意味しその性髄はクロック周波数に依存する､当時は4MHE･でダイカストの射出計測などには十分な性能であるo

マイコンの歴史はュ96
9年に日本の電卓メーカ-､ビジコン杜小島社長と嶋氏の依頼舟轟けたインテル社により開発'生産されたもので⊥97ュ年に4ビットCPU　14004を

中小の資金支援に新制度

鎗4割を保証

来年3月まで

経済産業省は中小会兼の金繰りを支援するため条件変更対応保証制匡設け､12月15日から運用始した｡期間は201ュ3月31日までo公的金融(日本公嘩南中金'借用保証協会)と

用保証協会による讃負担軽準晶誓壷けられる｡保
寄合は40巧保証期間は

延長茎め最長3年へ保証料2･2BT保証限度額は2億8千万円(8千万円超の無担保保証も相談可)｡なお'公的金融の利用が1時的なものゐふ義にととまる

LTL
東芝滞積もこの波に乗る

ペく親鹿採用し1980年に業界初のデジタル射出計珊装置(モニター撃正)DMsが崖生した｡これは射出部に用意したメタコンボ∴∴..I.かソ｢/･成心.メ.ノ㍉/4.:I(企業は可
利用に際しては金融機関

とともに穫営改善計画･返済計画を立てることが前線｡問い合わせは中小ぬ集庁金敵課03･3501･6280または中小企業庁ホームページ｡

型技術会議の論文を募集型技術協会は6月15日
(火)'16日(衣)に東京で開催される｢型技術者会議

ックスに樺続するだけで自動計測が出来るもので画期的なものであった｡
但し'モニター装岸とし

ては速度と圧力倍号以外に温度や様々な外部倍号の対応や計測管理項目誉目在に作成､管理する必要があり汎用性の商いパソコンモニラ-装位へ義行した｡
旺界膏リードする日本の藁界とりわけ家電や自動

車などではマイコンが分散して数多く使われ高性能できめ細かな制御を可能としている｡この技術をペースに計測したデータと設定値の髪嘉正する自動補正制御や金型名称を呼び出すだけで一括鋳造条件が設定されるトータル制御装置へと1気に加速していV.82年にccD(コンピューターコントロールルダイカストマシン)､閃年にDACS(トータルコントロールシステム)'87年sEMUt93年TOSCAsTを商品化させiPこ,孟過で世界初のマイコン制御によるDACS搭載の25001.i全自動ダイカストマシンが誕生する訳だが商品化には苦難の一志肌かあっち

(次号へ続く)

シソ′/■∴〃㌢.ルtiJ･才.:..∴ノ･.20ュ0｣の競演論文の募集を始めた｡募集件数は80件､申込締切は⊥月29日(金)'論文原稿締切は4月9日(金)｡闘い合わせは同協会TELO45･224･6081｡

今年の会議は額漢やcO
2低減にスポットをあて､テーマは｢環境にやさしい革新的型技術｣とするo岡会読の特徴は実用的で幅広い型技術に関する専門知誠､経営や加工技術に関する最新動向轟供する｡
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冒イカストの拝見]ダイカストの生産基は自
動車の増産し畠蓋化ニーズと共に拡大し約8割宅口めるようになった｡

これは葺で軽くて安
い自動車部晶の要求に合致した訳だが1つの産業に特化することは業界の発展に

は必ずしも好ましい串ではない｡この業界が今後発展し世界をリードするためにも魯見て厳しい親状墓をし'他産業や汎用部品の拡大に繋がる提言をしたいoダイカストの大半(95%以上)を占めているアルミダイカスト生車方式の3つの大壷増として①JISに機枕的性質(内部品質)が表配されていない事②不良革(外部品貴が主体)が他の重機械に比べ桁違いに商い串③ダイカスト製造に放ける頓襲負荷･省エネ性の間組が挙げられる｡

◇

【①JISへの強度表邑
20ュ0年版JISハン

ドブック非鉄絹　アルミニウム合金ダイカスト(JI

(図1 4)カット縦断面の合成マクロ姐経は)

とダイカストの概念図(右)

トし壷片の糖横的性Glの表記かない(ホットチャンバ-の亜鉛ダイカストには表記あり)一般に建築設計者や他の設計者がダイカスト部品を採用しようとして親近計算をする琶先

の機械的性質は'1般的に合金成分｣銃轟造方案や鋳造条件による影響が大きいといわれ欠陥の影等園子には異物へ介在物､酸化膜'ガス'偏析'湯境､海ジワ等　様々なものが争句

ドチャンパーで錦導亡れた分布では大草＼A群と月群の不良に分かれる｡A群は帝教の酸化被膜やスリーブ注常時に出来る艇短膜か異物として製品に混入されよ
･つとする時ゲ～トに引っか

理しているものをOUTpUT喝即ち金型側からの溶湯メタル圧力､ガス圧力､蓋産に切り替える事が雫そして管理値から外れたショットを後H種に稚さない仕組覆垂

｢謂鰭凱そのo･ 1秒が勝負のダイカスト｣

軌仏教の教えに共通点見出す最

大きな3つの課題'対策を提言

ずJIS便覧をみて引張沸さに安全率轟け在が構造物の斡度に見合うか妾出する｡
この基本となる引覗毒さ

が琴不されていない串は即'ダイカスト部品の不採用を意味するoこれを無視して採用し事故が生じた場合は設計者が‡任を闘われる串になるoそれではなぜ機械的墓の案紀がないのだるつか?ダイカスト合金
Tr･-_-. ㌔ _臼-I;ぎl
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(図柑)はダイカスト晶から試験片を作り引張強度を示したものであるがコール

かり充填が途絶える串で生ずるカルメ現状態薗1 4)｡B群はガスなどの撃発

(図15) 3.5 "ハードディスク

短時間充填で3 50㌧4個取りに成功した

感である正規分布(図1)にバラツキ墓約さ蓋
[tJ･1.･. I;;Y/..

イレクトセンサーピンとして金型表面に挿入しュ本のピンから取出し､この情報とマシン情報でダイカスト穀晶の引蛮戟さを保証する管理プロセスを堀案したい｡【②不良率の激減化】
良品翠90%を｢良し｣と

する業界の常識は非常謙!の鍵言をしたい｡檎て打ちショットを含めたダイカストの不良琴は賢茨品質にもよるが'班川以上は当たり前という慣酉かあり機械加工業界や同じ成形でもプラスチック兼界などからする

と異常なほ′高い.特に外観晶於は十分型泡を上げないと湯境'溶ジワなγあ鋳肌や充#不良などが解決しないため十数シrnットの捨て打ちをしているところを現場でよく目にする｡磨窮時代は関西で単身赴任していた関係もあり週末お客様のところで肇夢させて兄いiP聞朝のある撃血の金讐用意してもらい平日データ収集し週末に座学やデータ分析による条件変更の根葉をして現場での鋳造夷洞で評価を行った.トライした金型だけでも80型を革見たCその中で広島の客先社長より｢ダイカストは固まるが先か'充塀が先か

頼された際テーマ奮秋め成功体験姦し窒著してもらう事にした｡テーマは同一マシンで3･5インチのハードディスク2個警4個取りへの枕戦とLiJO多数個取りの難しさはキャビティ充蛾のバラツキ雷が大きい｡そこで充頒時間を4個取りで更に10%鹿瀬する事を目標に鋳造条件を大恩に見起しチップ径や金型･ガスベント方案を改良した金刑茅轟酢し作っていただいiP借景は4個共納入先仕入れ蓋甲モク日々-した､350㌦での世界最初の4個取りの成功である(図1 5)｡そして5人共技能士2級に合格が出来たo同

一マシンで取数が倍になれば大幅なcDも可能になる面期的な出来事だった｡
良品革桑に近付ける

方法の裾秦としてPIQ2
恵嘉用し

1)ゲートを厚くする(4mm以上のゲートでは異物の引っ掛りは殆どない)2)ゲート速度は従来価を確保(薯上げ減速姦かすかチップ径を上げる)3)ゲートから先の製品以外のオーバフロー'暮警フソナー藍唖力叔らす(充洪時間舟長くしない)
この措果充攻時間が&/

なれ轟潰状態で歪が完了し昇圧･加圧が有効に作用し品質の向上こ冶打ち政も

減すこ島出来る｡

蛮時間の愚はマシ

ンサイズペースで350㌔以下20msec･800㌔以下30msec･2500Jtクラス60ms･,C｡現状の鋳造条件や金型からするとハードルはかなり商いと思われるが是非チャレンジして欲しい.

璽蔓･省エネ改善】
ダイカストは3Ⅹ取壊と

番われて久しい.とりわけダイカストの蹄著者は多くの帯瀦リスクがあれ轟境間蔓略的に義先敷皮崖付けられるようになってきたPそんな中'客先から工場の100
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現状のゲート厚さ

(鋳造条件も現状)

ゲート厚　4mm以上

+

短時間先攻(高速化)

r

｢~
凝固片.酸化膜の発生倦込なし

短時間光雄.溶湯温度の低温化

熊型剤･エアーブローの極小化

(図1 9)ダイカストの方向性(-提案)

m以上先の民家からの夜間巌酋クレームがある憂げ､調査すると夜間は舌が伝わりやすい事面相).また辱首の主原因はスプレイのエアーフローで

蓋が分かっiP
それではなぜエアー

フローか重力に吹きつける必要があるかというと水帝性の搬型刑は

裏面海慶安250

℃以下にしないと弾け付着出来ない(図17吉た墓表面冷却

義塾剤を大声に

吹き付ける｡すると水分が金型に残りこの状態で鋳造すると鋳肌不良が発生し､また垂にはバリが張る.これらを防止するため大玉のエ7-で吹き飛はしている｡抜本対策として検討している時に350℃でも金型に付着出来る新油性龍型剤と出会い､また静V免の原理を利用し効率良く金型に付着させるスプ

レイに注目した｡
新油性髄製剤は原液を少志牙するが蛮的に行な

わない限り着火性は全てなく金型表面に着夷に取型面を作る(胃右).しかし当然ながら冷却効果はなく晶斉向上の面か壷を上げるためバ日も出やすい｡そこでサーボ射出の就浬機能がバ‖虎止に大きく幸献する｡様々な客先利益爵献の親点から'短時間充媒･新油性静電スプレイシステム(通称NeWDreamProcess)として墓3社でコラボレーシnンをす垂が出来iP
従来の金型は水串性能型

剤を使う撃ヒートバランス(約250℃)が取れるように設計され､また翫行着朕での金砂篠正も行われてきている｡ダイカストの副資材である准型剤は(図柑)のように環境や省エネに車大壷を及ぼすので今後350℃前後でのヒートバランス出来､新油性鹿製剤にマッチした金型の検討をお奨めしたい｡

◇

ダイカスト部品に市民権
を′そのためのダイカストの方向性とその1振集を(図柑)にまとめLP

今回'ダイカストの要累
技術の豊札過とその時代

誓4回に分け掲載させ

て戴いiP強制鋳準のダイカスト法は潜湊がゲートから入りだしてからのo･ュ秒のほんの偉かな時間が勝負でこの時間の大切さを述べさせていただいたが仏教の数えの剰那主義(ただ'今この1脈1折を大切に生専よ)と共通点があると泉近痛切に感じている｡


